平成３１年３月発行

平成３０年度 Vol.４

「人材育成の栞」は、都立城東職業能力開発センターの広報紙です。都内城東地域（台東区、墨田区、江東
区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区）の中小企業の人材育成にお役立て頂ける様々な事業を中心にご案
内いたします。

都立職業能力開発センターおよび校では、主に中小企業で働いている方を対象に、スキルアップ
や資格試験受験対策等のための短期講習（キャリアアップ講習）を行っています。
平成３１年度に城東センターと江戸川校で新しく始まるコースをご紹介いたします。

【城東職業能力開発センター】 〒120-0005 足立区綾瀬 5-6-1 電話 03（3605）6162
Excel で学ぶ統計【中級】

New!

〔内 容〕Excel を使用して推測統計(少量のデータから全体の傾向や性質を推測する統計)の解
析方法と解析結果の読み方《使用ソフト：Excel2013》
〔募集月〕6 月 1 日～10 日
〔実施日〕8 月 11 日(祝)、17 日(土)、18 日(日) 9:30-16:40
〔定 員〕20 人

〔授業料〕6,500 円

２級電気工事施工管理技士受験対策 (１)(２)

〔企業受付〕無※

New!

〔内 容〕2 級電気工事施工管理技術検定試験受験対策
(1)電気理論、電気機械、電気応用、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気
設備、電車線、その他の設備
(2)安全管理・工程管理に関する施工経験、電気工事に関する用語、工事施工、施工
管理、工程管理、品質・安全管理、建築業法、労働安全衛生法、電気法規関連
〔募集月〕8 月 1 日～10 日
〔実施日〕(1)10 月 5 日(土)、6 日(日)、12 日(土) 9:30-16:40
(2)10 月 19 日(土)、20 日(日)

9:30-16:40

〔定 員〕各 30 人 〔授業料〕一括申込 2,700 円((1)1,600 円、(2)1,100 円) 〔企業受付〕有※

第一種衛生管理者受験対策

New!

〔内 容〕第一種衛生管理者試験受験対策
労働衛生、関係法令、労働生理
〔募集月〕10 月 1 日～10 日
〔実施日〕12 月 7 日、14 日、21 日 （すべて土曜日）
〔定 員〕30 人

〔授業料〕1,600 円

9:20-16:30

〔企業受付〕有※

【 江 戸 川 校 】 〒132-0021 江戸川区中央 2-31-27 電話 03（5607）3684
Excel からデータ管理を移行するための Access 運用

New!

〔内 容〕Excel から Access へのデータ管理の移行、Access によるデータ管理、Access のデー
タの Excel での利用方法《使用ソフト：Excel 2013、Access 2013》
〔募集月〕5 月 1 日～10 日
〔実施日〕7 月 21 日、28 日、8 月 4 日 （すべて日曜日）
〔定 員〕20 人

〔授業料〕6,500 円

3 次元 CAD(SolidWorks)【中級】

New!

9:30-16:40

〔企業受付〕無※

城東地域で初めて!

〔内 容〕3 次元 CAD の操作確認、基本的アセンブルモデル作成と干渉チェック、設計に役立
つトップダウンアセンブリや設計テーブルの使用法《使用ソフト：SolidWorks2018》
〔募集月〕11 月 1 日～10 日
〔実施日〕2020 年 2 月 9 日(日)、16 日(日)、23 日(祝)
〔定 員〕20 人

〔授業料〕6,500 円

9:30-16:40

〔企業受付〕有※

※企業受付とは
・企業単位でお申し込みができます。（４名まで）
・対象企業は、都内の中小企業です。雇用されている労働者の方が対象となります。

平成３１年１月～２月、城東センターの担当地域７区の企業様に「人材育成と人材確保」に関するア
ンケートを行い、１２５社様からご回答をいただきました。集計結果の一部をご報告いたします。

◆人材の確保に関する状況
（１）過去１年間の従業員の採用活動について、２～３年前と比較しての感想は、
「採用活動をしていな
い 34.4％」
、
「採用しにくくなった 32.8％」、
「変わらない 24.8％」の順となりました。
（２）採用の際、どのような経路を使ったかについては、「ハローワーク 60.0％」、
「人脈の活用（縁故・
紹介）40.0％」
、
「求人情報紙・誌 16.0％」の順となり、また、「職業能力開発センターの修了生」
は、8.8％となりました。
（複数回答可）

◆人材育成に関する状況
（１）約７割が「社員教育を行いたい」と回答。なお、
「社員教育を行うつもりはない」と回答した企業
の理由は、
「スキルは十分あるから 36.8%」
、
「時間がないから 31.6％」の順となりました。
（２）社員に対してどのような能力を向上させたいかについては、
「品質管理・検査の知識・技能 32.8%」、
「業務の効率化能力・生産工程合理化能力 32.0%」
・
「基礎的技能 32.0%」
、
「安全管理の知識・技能
28.0%」
、
「コミュニケーション能力 27.2%」の順となりました。（複数回答可）
（３）社員の人材育成についてどのような取り組みをされているかについては、
「具体的には取り組んで
いない 52.0％」
、
「ＯＪＴなど業務の中で適宜実施 16.0％」、
「外部の研修に社員を派遣 12.8%」の
順となりました。
（複数回答可）
（４）人材の育成・社内教育等についての課題については、
「社員のモチベーションアップ 41.6%」、
「費
用の捻出 20.8％」
・
「育成後の継続就労 20.8％」の順となりました。（複数回答可）

都立職業能力開発センターおよび校では、公共職業訓練に加え、その職業訓練のノウハウや施設
を活用し、地域における中小企業の人材育成や人材確保の支援を行っております。ぜひご活用くだ
さい。
（「無料職業紹介（修了生の求人受付）」、
「キャリアアップ講習」、
「オーダーメイド講習」、
「施
設（研修会場）貸出」
、
「現場訓練支援事業」、「東京都中小企業職業訓練助成金」など）

中小企業向けセミナー「外国人を雇用するには？活かすには？」

製造業の外国人財活用

― 2 月 5 日（火）
、足立区北千住のシアター1010 において標記のセミナーを開催しました 。―

初めに、城東職業能力開発連絡協議会会長 高島利尚様から開会の挨拶として、
「変革期を勝ち抜くた
め、生産性向上・革新的取り組みなどに向けて、その一つの方策として外国人労働者の活用がクローズ
アップされています。各社の戦略にふさわしい人材確保に、本日のセミナーが有意義なものとなること
を祈念いたします」とのお話をいただきました。
第１部は、経済産業省製造産業局総務課課長補佐（業種横断施策担当）池田陽子様を講師に迎え、
「製
造業における新たな外国人材の受け入れについて」と題し、制度の概要をお話しいただきました。
「製造
業分野の運用方針の一つとして『製造業外国人材受入れ協議会』を設け、受入企業には全社必須で参加
していただくなど、今後も企業とのコミュニケーションを重ねて運用していきたい」等のお話がありま
した。
第２部は、株式会社今野製作所代表取締役社長今野浩好様、株式会社栄鋳造所代表取締役社長鈴木隆
史様のお二方を講師に迎え、外国人活用の取り組みを発表していただきました。
今野様からは、
「技能実習を受け入れることで、標準化やカイゼンを加速することが狙いでした。十分
な時間をかけて社内で議論をし、受入目的を工場メンバーに浸透させました」
「送り出し機関に出向いた
採用活動の重要性や受入後の諸費用を含め、けして安い労働力とみているわけではない」など、活躍し
てもらうためにされている努力・工夫などについてお話いただきました。
鈴木様からは、
「会社を続けていくためにはダイバーシティに取り組まざるを得なかった。その一つと
して外国人材の活用がある。高い能力を持つ外国人材を確保するため、難民支援団体と協力した受け入
れのためのプログラムの作成、海外大学からのインターンシップ受け入れなどを実施してきた。」など会
社の維持発展とともにあった人材活用の歩みについて、外国人材の活用を中心にお話しいただきました。
当日は、製造業のほか建設業、運輸業などの企業や商工団体、社会保険労務士や行政書士の方々を含
め、７２名の方々にご参加いただき、外国人材の活用に対する関心の高さが伺えました。アンケートで
は、
「成功事例の具体的なお話が聞けて勉強になった。」
「制度と実例をトータルに聞けて外国人雇用の今
後の方向性がよくわかった」「経済産業省のお話をもっと詳しく聞きたい」「雇用のプロセスについて詳
しく聞きたい」などのご意見・ご感想をお寄せいただきました。

【記事に関するお問い合わせ先】
東京都立城東職業能力開発センター
〒120-0005 東京都足立区綾瀬 5-6-1 電話 03（3605）6147
東京メトロ千代田線綾瀬駅徒歩 8 分／つくばエクスプレス青井駅徒歩 12 分
☆地図など詳しくはホームページでもご案内しています。城東センター 検索

